
6月27日（水）
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A会場

14:00-15:30

ポスター会場

16:45-17:25
基調講演1

造血器悪性幹細胞の成立機構
[モデレーター] 曽根 三郎（JA高知病院）
[演　　者] 赤司 浩一（九州大学）

17:25-18:05
基調講演2

分子標的治療と耐性：
臨床からのメッセージ
[モデレーター] 山口 俊晴（がん研究会）
[演　　者] 直江 知樹（名古屋大学）

18:10-19:00　
ミキサー

B会場

15:30-16:30

理事会

評議員会

参加費　無料
情報・意見交換のため
奮ってご参加下さい。

p46

p47

抄録掲載ページ

7



6月28日（木）
A会場 B会場 C会場 ポスター会場

10:30-11:10　ワークショップ3
血管新生・低酸素
[モデレーター] 佐藤 靖史（東北大学）
 小嶋 聡一（理化学研究所）

11:10-11:50　ワークショップ5
転移・浸潤

分子標的治療薬の臨床薬理

[モデレーター] 大谷 直子（がん研究会） 
 猪股 雅史（大分大学）

12:00-13:00  ランチョンセミナー 2

総会・鶴尾　隆 賞授与・研究奨励賞授与

[演者] 谷川原 祐介（慶應義塾大学）
[司会] 森 正樹（大阪大学）
[共催] 株式会社ヤクルト本社

[1] 細胞死
[モデレーター］迎　 寛（産業医科大学）

[4] 血管新生・低酸素1
[モデレーター］谷口 俊一郎（信州大学）

[7] 転写因子、バイオマーカー1
[モデレーター］内海　 健（九州大学）

[10] 腫瘍免疫、増殖因子・サイトカイン
[モデレーター］三森 功士（九州大学）

[12] 細胞骨格、その他1
[モデレーター］浦本 秀隆（産業医科大学）

ATL治療における抗CCR4抗体
「ポテリジオ」のインパクト

12:00-13:00  ランチョンセミナー 1

[演者] 宇都宮 與（今村病院分院）
[司会] 上田 龍三（愛知医科大学）
[共催] 協和発酵キリン株式会社

[演　　者] 間野 博行（自治医科大学）
[モデレーター] 田中 文啓（産業医科大学）

12:00-13:00  ランチョンセミナー 3

[演者] 西尾 和人（近畿大学）
[司会] 浦本 秀隆（産業医科大学）
[共催] アストラゼネカ株式会社

シンポジウム2

13:15-13:35

鶴尾 隆賞受賞講演13:35-14:05

分子標的薬耐性

[モデレーター] 矢野 聖二（金沢大学）
 小野 眞弓（九州大学）

9:50-11:50　シンポジウム1

バイオマーカー
[モデレーター] 西尾 和人（近畿大学）
 木村 晋也（佐賀大学）

9:50-10:30　ワークショップ1

細胞死
[モデレーター] 酒井 敏行（京都府立医科大学）
 吉田 安宏（産業医科大学）

8:20-9:50　Year in Review

[1]マイクロRNA
[モデレーター］中川 昌之（鹿児島大学）
[演　　者］落谷 孝広（国立がん研究センター）

[2]免疫療法
[モデレーター］花桐 武志（産業医科大学）
[演　　者］田原 秀晃（東京大学）

[3]抗体
[モデレーター］前川 　平（京都大学）
[演　　者］畠　 清彦（がん研究会）

10:30-11:10　ワークショップ4
耐性因子・感受性因子1
[モデレーター] 杉本 芳一（慶應義塾大学）
 末岡 榮三朗（佐賀大学）

11:10-11:50　ワークショップ6
耐性因子・感受性因子2
[モデレーター] 吉田　 稔（理化学研究所）
 曽和 義広（京都府立医科大学）

9:50-10:30　ワークショップ2

8:30-9:00

増殖因子・サイトカイン

ポスター掲示

16:15-18:15

ポスター
ディスカッション

[モデレーター] 執印 太郎（高知大学）
 藤本 直浩（産業医科大学）

16:15-16:55

16:55-17:35

17:35-18:15
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[1] 曽田 　学（自治医科大学）
[2] 竹内 伸司（金沢大学）
[3] 神田 利奈（九州大学）
[4] 鈴木 俊宏（明治薬科大学）
[5] 荒金 尚子（佐賀大学）

[1] 田部 陽子（順天堂大学）
[2] 中面 哲也（国立がん研究センター）
[3] 湯浅 　健（がん研究会）
[4] 小泉 史明（国立がん研究センター）
[5] 田澤 義明（ロシュ・
　　　　ダイアグノスティックス株式会社）

分子標的薬のバイオマーカーと
個別化医療

18:30-20:30 懇親会・ポスター賞授与フラミンゴ・カフェ
（AIMビル2F）

14:10-16:10

[2] ケミカルバイオロジー
[モデレーター］井本 正哉（慶應義塾大学）

[5] 血管新生・低酸素2、細胞周期
[モデレーター］松本 陽子（崇城大学）

[8] バイオマーカー2
[モデレーター］冨田 章弘（がん研究会）

[11] がん幹細胞、ホルモン・レセプター
[モデレーター］新家 一男（産業技術総合研究所）

[13] 細胞骨格、その他2
[モデレーター］横溝　 晃（九州大学）

[3] 耐性因子・感受性因子
[モデレーター］伊藤 研一（信州大学）

[6] 転移・浸潤、DNA複製・修復
[モデレーター］済木 育夫（富山大学）

[9] マイクロRNA、ドラッグデリバリー 
 システム、がん遺伝子産物
[モデレーター］和田 守正（長崎国際大学）
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6月29日（金）
A会場 B会場 C会場 ポスター会場

10:30-11:10　ワークショップ9
ケミカルバイオロジー
[モデレーター] 長田 裕之（理化学研究所）
 清水 史郎（慶應義塾大学）

11:10-11:50　ワークショップ11
バイオマーカー

分子標的薬耐性のメカニズムと
治療戦略

[モデレーター] 桑原 一彦（熊本大学）
 荒尾 徳三（近畿大学）

12:00-13:00  ランチョンセミナー 5

[演者] 矢野 聖二（金沢大学）
[司会] 田中 文啓（産業医科大学）
[共催] 中外製薬株式会社

非小細胞肺癌の最新治療
～ASCO2012 update～

12:00-13:00  ランチョンセミナー 4

[演者] 笠原 寿郎（金沢大学）
[司会] 西尾 誠人（がん研究会）
[共催] 日本イーライリリー株式会社

12:00-13:00  ランチョンセミナー 6

[演者] 川上 和之（金沢大学）
[司会] 林　 和彦（東京女子医科大学）
[共催] 大鵬薬品工業株式会社

13:15-15:15　シンポジウム4

新規分子と分子標的薬

[モデレーター] 秋永 士朗（協和発酵キリン
 　　　　　　　　株式会社）
 清宮 啓之（がん研究会）

9:50-11:50　シンポジウム3

臨床における分子標的薬の問題点
[モデレーター] 岡本 勇（近畿大学）
 吉野 孝之（国立がん研究センター）

9:50-10:30　ワークショップ7

テロメア・テロメラーゼ活性、遺伝子治療
[モデレーター] 向田 直史（金沢大学）
 尾崎 惠一（長崎大学）

8:20-9:50　Year in Review

[4]Non-oncogene addiction
[モデレーター］田原 栄俊（広島大学）
[演　　者］稲澤 譲治（東京医科歯科大学）

[5]細胞内シグナル分子
[モデレーター］梅澤 一夫（愛知医科大学）
[演　　者］藤田 直也（がん研究会）

[6]代謝
[モデレーター］古川 龍彦（鹿児島大学）
[演　　者］曽我 朋義（慶應義塾大学）

10:30-11:10　ワークショップ10
ドラッグデリバリーシステム
[モデレーター] 櫻井 和朗（北九州市立大学）
 嶋本 　顕（広島大学）

11:10-11:50　ワークショップ12
分化誘導、がん幹細胞、その他
[モデレーター] 内藤 幹彦（医薬品食品衛生研究所）
 藤谷 幹浩（旭川医科大学）

9:50-10:30　ワークショップ8

マイクロRNA
[モデレーター] 井本 逸勢（徳島大学）
 西岡 安彦（徳島大学）
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[1] 八尾 良司（がん研究所）
[2] 近藤 　豊（愛知県がんセンター）
[3] 根東　 攝（中外製薬株式会社）
[4] 土井 俊彦（国立がん研究センター）
[5] 山本 信之（静岡がんセンター）

15:15-16:45 特別シンポジウム

日本における産学連携の
発展を目指して
[モデレーター] 矢守 隆夫（がん研究会）
 上仲 俊光（エーザイ株式会社）

[1] 上仲 俊光（エーザイ株式会社）
[2] 金澤 佳人（第一三共株式会社）
[3] 青木 裕子（中外製薬株式会社）
[4] 廣橋 朋子（ファイザー株式会社）

[1] 山崎 健太郎（静岡がんセンター）
[2] 田村 研治（国立がん研究センター）
[3] 高山 浩一（九州大学）
[4] 土原 一哉（国立がん研究センター）

エピジェネティクスからみた
5-FUの作用機序と個別化

14:30-15:00
ポスター撤去

16:45-16:55 閉会式
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